
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

6/17 メール 以前『還暦の赤い電車』の運用の公開について質問した者です。意見への回答に「4日に1度の車両検査」とありましたがその日は一日中運用には入らないのでしょう
か?それとも検査を行うのは日中で朝夕のラッシュ時等は運用に入るのでしょうか?度々の質問で申し訳ありませんが回答の程よろしくお願いいたします。

ご意見ありがとうございます。4日に1度の車両検査につきましては、朝のラッシュ時間終了後に検査を行っておりますが、点検結果により当日の午後に運用する場合や翌
日から運用する場合がございます。車両運用につきましては、運行日の前日又は当日に運転営業所087-831-6008までお問い合わせいただければ、ご案内させていただ
きます。

6/17 メール

いつもことでんで通勤している者です。朝の瓦町駅における列車ダイヤについて改善してほしい点があります。「琴平線上り8:23着の3016列車 高松築港ゆき」と「長尾
線下り8:25発の2013列車 長尾ゆき」の接続です。長尾線の運転間隔が過密ではないので瓦町駅発の時刻を1～2分調整(遅く)してもらえませんか。ちょっと急いで乗り
継げることもありますが乗り継げないことも多く、朝の混雑時、目の前に見える隣のホームの列車に乗り継げないのは何かもどかしいものです。車内放送では案内され
ないので、おそらく社内的な乗換標準時分に達しないからだと思いますが・・・長尾線の下りは直後の2215列車(瓦町止まり)とは12分ありますし、花園から先の後発が
8:49で24分開いているので調整できると思います。上り列車との離合調整も1～2分であれば影響も小さいと思います2013列車に乗れないことで、水田あたりまでの人
口の多いエリアの企業に勤める通勤者にとって9:00始業に間に合わない方も私を含めいると思います。(花園駅から東へ徒歩約8分歩いて通っています)瓦町駅はこと
でんさんにとって「扇の要」のターミナル駅です。同じ会社の各線との接続の良さは「長く」「多く」乗ってもらう機会や印象を高めると思います。覚えやすいダイヤパターン
も大事ですが、朝の1・2分、ターミナル駅で接続ができるor出来ない・・・これは利用者にとっては大事な出来事です。是非接続改善を検討してください。

ご不便をおかけして申し訳ございません。弊社の路線は、ほとんどが単線区間で行き違い設備がなく、朝のラッシュ時間帯は、琴平線7分30秒、長尾線12分、志度線10分
と現有施設で最大限に可能な限り、短い間隔で運行しています。それぞれの線区で運行間隔に違いがあることから、瓦町駅で全ての電車を接続することは困難です。接
続の改善には、行き違い設備等の大規模な改修が必要となるため、直ちに行うことは困難ですが、ご利用状況の時間帯等を考慮して、接続の改善には可能な限り努めて
まいります。

6/17 メール
○○運転手、16日10時55分頃農学部前駅で遅れを回復するのに一生懸命なのは結構だが乗り込もうとしている乳車が階段を上がれずにいるのを無視してドアをしめ
発進しようと動かすのはあり得ない行為だ。手をかせとは言わないが乗る乗らないの確認くらいしろ昔の琴電のようだ。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。乗車口ドアを閉める際のお客様確認が不十分でした。当該乗務員には、列車を発車させる際は、付近のお客様への積極
的な声かけを行い乗車の有無を確認するよう厳重に注意指導を行いました。

6/17 メール
仏生山駅東側小道一帯がことでん社有地から伸びている雑草で通行し難い状況のため、再三、当該駅職員に改善を申し入れていますが、一向に改善されません。除
草は、それほど、大掛かりとも考え難く、予算云々では無いと思ういますので、これまでの御社の対応は理解に苦しむところです。早期のご対応を切に求めるとともに、
これまでの対応に対してのご見解をお聞かせください。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。今回、ご意見をいただき対応に時間を要したことについて、お詫び申し上げます。当該社員には、お客様から申出を誠実
に受け付け、必要に応じて関係部署との連携を図るよう注意指導いたしました。今後、社員一人ひとりがお客様に満足していただけるサービス意識の向上に努めてまいり
ます。

6/17 琴電琴平 中国人のマナーの悪い事に腹立つ。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。乗車マナーにつきましては、車内放送やポスターの掲示等でお願いしているほか、定期的に車内の巡回を行い、迷惑行
為等を発見した場合には、臨機に対応しております。しかしながら、お客様のモラルに委ねざるを得ない面や、巡回等で全てに目が行き届かないことがございます。お気
づきの点などございましたら、係員にお申し付けください。今後もお客様が快適にご利用いただけるよう取り組んでまいります。

6/17 潟元
車内でリュックを背負っている方は「網棚に置くか、前にかかえて下さい」というアナウンスがあります。確かにリュックは邪魔かもしれませんが、病気等の後遺症によ
り、やむを得ずリュックを背負わなければならない者もいるのです。本日の車掌のアナウンスはリュックを背負うことがいかにも悪いような言い方でした。とても気分が悪
いものです。もう少し、配慮のあるアナウンスをお願いしたい。（リュックを網棚に置いたり、前にかかえることができれば苦労しない）

不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該乗務員には、お客様のご意見を伝え、厳重に注意指導を行ないました。また今回のご意見を真摯に受止め、全車掌に
対し、お客様の立場に立った配慮のある車内放送を行うよう周知してまいります。

6/17 栗林公園 イルカＢＯＸのご意見を見て思いますが、先月まであったメールからのご意見がＨＰのみとなっていたが、何か私用の理由があります？栗林公園駅にも、高松築港駅等
（市内3駅）のようにＬＥＤの電灯表示案内を導入して欲しいと思います。

ご意見をいただきありがとうございます。5月のイルカBOXには、ゴールデンウィークのイベントやレトロの廃車に関する多くのご意見が寄せられました。駅の掲出する箇所
が限られており、全ての回答を掲出した場合に文字が小さくなり読みづらくなりましたので、メールに関するご意見の回答は、ホームページをご案内し、駅にはイルカＢＯＸ
に投函されたご意見のみを抽出し掲出させていただきました。また、ご提案いただきました栗林公園駅の列車案内装置の新設については、現在のところ予定はございま
せんが、大規模改修時にサービス向上策として整備を検討してまいります。

6/17 三条

2004年8月に発生した台風16号の大雨の浸水で被災した車両がありました。高松築港の1089編成以外にも、片原町・沖松島にもあったみたいです。片原町と沖松島に
あった車両は何だったのでしょうか？出来れば、車両番号も回答いただければありがたいです。また状態としてはどうでしょうか？南海トラフの地震で志度線の車両を
使用した訓練がニュースで流れていましたが、いつの日付で実施したんでしょうか？（幼稚園の子たちが映っていた）大惨事が起こる前の前向きな訓練であると評しま
す。

ご意見ありがとうございます。2004年8月の台風16号の際には、片原町駅で603・604号車325号車、沖松島駅で625・626号車が浸水いたしました。被害を受けた車両の
内、325号車は2006年に引退しましたが、その他の車両は、現在も営業運行をしています。また、第５回 津波避難訓練は2019年5月29日に実施しました。今後も引き続き
定期的に訓練を実施して安全面の強化を推進してまいります。

6/17 仏生山
御社の観光案内の外国語版の小冊子ですが、英語版を勉強のために手に取って読もうとしたのですが、文字が極端に小さい。虫メガネがないと、若い人も読めないだ
ろう。もっと大きい活字の本にしてもらいたい。（ことでん沿線のガイドブックだったと思う。）今日はなぜか置いていませんでした。瓦町にもおいてあったと思います。

いつもご利用いただきありがとうございます。お申し出のガイドブックについては、2016年に高松観光プロモーション事業を活用して作成いたしました。現在、在庫が少ない
状況となっておりますが、今のところ関係団体などの支援の枠組みが無く、ガイドブックの作成につきましては、今後の検討課題とさせていたただきます。

6/18 メール 今日の18時発築港の運転手、荒い運転して、体調が悪くなりそうでした。飛ばし過ぎだと思います。お客にマナー向上を求める前に、運転手どうにかして欲しい。マナー
以前の問題だと思います。最近特に琴平線上下線は、揺れが激しすぎます。改善の程宜しくおねがいしたい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。 当該運転士には、安全運転に対する姿勢について注意指導を行いました。今後も継続して列車添乗を行い安全最優先
の運転取扱で、お客様が安心で快適にご利用いただけるよう運転技術や安全意識の向上に取り組んでまいります。

6/19 メール
空港通りから上り電車がなかなか通過しません。車は、塩江街道の線路で長い間待たされます。その時間約50秒。待ってる間に車がどんどん増え渋滞の元になってい
ます。仏生山からの下りは早いです。もう少し早くこれないでしょうか。遮断機降りてからが長いです。

ご意見ありがとうございます。お申し出の踏切は、踏切道の安全確保のため現在の警報時分を設定しております。高松築港方面行きの電車は、空港通り駅で旅客扱い時
間によって警報時分が通常より長くなる場合がございますが、ご理解の程お願いいたします。

6/19 片原町 毎日いいかげんにしてほしい。附属小学校の子達がうるさくてゆっくりできない。乗車させないでほしいのと巡回をしてほしい。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。朝のラッシュ時間帯などは、車両編成等により全てに目が行き届かない場合がございます。小学生の乗車マナー向上に
つきましては、学校や関係機関等と児童下校指導を実施しております。今後もお客様が快適にご利用いただけるよう乗車マナー向上の啓発に取り組んでまいります。

6/19 高松築港

時々、イオン綾川の映画を見に行く時に、イオンシネマ映画鑑賞券付の、ことでん１日フリーきっぷを利用しています。今年の9/30で鑑賞券付のフリーきっぷが終了する
とのことですが、10月以降もイオン綾川に映画を見に行きたいので、引き続き映画鑑賞券付きフリーきっぷを販売して下さい。それと6/28で瓦町ＦＬＡＧの地下の新鮮市
場きむらが終了するので、瓦町で買物するために、ことでん片原町駅のマルヨシセンターみたいにスーパーマーケットが入店していただけるとうれしいです。ぜひ、よろし
くお願い致します。

ご意見ありがとうございます。ことでんシネマチケットにつきましては、現在イオンシネマ様と協議中です。発売期間の変更がございましたら、弊社ホームページ等でお知ら
せいたします。また、瓦町ＦＬＡＧにつきましては、地域の皆様のご意見を参考に館の来店目的となるようなテナントのリーシングを積極的に行い、フロアの充実に努めてい
きたいと考えております。

6/19 メール

本日、帰宅途中に綺麗に処理がなされていたのを確認いたしました。当方、駐車場付近とは申しておらず、1回目は「駅東側小道」、2回目は「整備場の敷地境界線の小
道」、3回目に「特に水タンクがあるところ」とお伝えしましたが、理解していただけなかったようですね。（もし、分からなければ、少し足を伸ばして、一帯を確認できたかと
も思いますが。）職員個人の気質によるところが大きく、社員教育は大変かと思いますが、今回、イルカボックスに投書した結果、迅速にご対応頂き、会社の姿勢は信
頼できると感じた次第です。幼少期からずっと利用させて頂いておりますが、経営破綻以降、社員の意識改革も含めて、サービス向上に尽力されている御社の姿勢は、
地元の利用者としては大変誇らしいと感じていたため、今回、投書させて頂いた次第です。地元の発展の一役を担っている御社には、今後も市民、県民のためにも頑
張って頂きたいと思います。益々のご発展を祈念しております。有難うございました。（今後、定期的に除草してもいいかもしれませんね。）

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。また、度重なるご意見をいただきましてご迷惑をおかけしました。お客様からのご意見を真摯に受け止め、当該社員に
は、接客対応等について厳重に注意指導いたしました。今後は、お客様のご期待に応えられるよう社員一同が連携して業務に取り組んでまいります。なお、お申し出いた
だいた道路につきましては、道路を管理する関係機関に連絡いたしました。今後も道路管理者との連携を図ってまいります。

6/19 メール
先程、池戸駅で警察まで呼ばれた者です。窓を壊したのは私の不注意で連絡しましたが、待たされたあげく、30分かかると言ったけど28分で来たから文句を言われる
筋合いは無いって、そこまで上から言われるものですか?それだったら黙ってたらよかったなって心から思いました。いつも使っている電車なのにがっかりです。ああ上
から、はらがたつ方が間違いなのかな?

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該社員には、接遇態度等について厳重に注意指導いたしました。今後も言葉遣いや接客姿勢を中心に、常にお客様の
立場に立ったサービスの提供が出来るよう、継続した社員教育に努めてまいります。

6/19 メール
電車の座席端の手すりのような部分、あそこは座席ですか?座る方がいらして、端の座席に座っているとき、体がぷつかって不快です。座席が空いているにもかかわら
ず、座りたいなら座席に座れば良いのにと思います。車掌さんが見ても注意しないところを見ると、手すりはイスとして座っても良いという教育なのですね。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。座席端の手すり部分への着席はご遠慮いただいております。著しい乗車マナー違反を発見した場合には、対応するよう
社員教育を徹底してまいります。

6/19 メール
新元号IruCaですが、並んでも買えませんでした。追加発売分の抽選にも外れました。ことちゃんのツイート
(https://twitter.com/irucakoto/status/1124127943637315584)には「納期は半年以上かかる」とありますが、日時は分からないが今後追加販売を行う予定があると解
釈していいのでしょうか?

2019年5月3日の新元号記念IruCa発売に瓦町駅までお越しいただき、また、追加販売にご応募いただきまして、ありがとうございました。新元号記念IruCaは800枚の発売
後に、お客様のご要望にお応えし100枚を追加発売し、ひとまず終了となりました。ご意見は今後の参考とさせていただきます。

6/20 メール
志度線八栗駅の西側に家がありますが、最近加速時、ブレーキ時の音が酷すぎて窓も開けれず、電話での会話やテレビの音もかき消される程です。以前もメールや問
い合わせをさせて頂きましたが、定期的なレールのメンテナンス、運転手による操作など具体的な改善はないのでしょうか?電車自体に騒音防止(軽減装置)などの何か
を取り付けれないのでしょうか?本当に雨以外の日は家の中にいるのに苦痛に思える程の音です。改善策を教えて下さい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お申し出を受け、直ちに調査したところ、曲線部分のため、レールと車輪の摩擦音が発生しやすい箇所でした。今後は定
期的に油塗りを行い、騒音を軽減できるよう施設の点検や整備を行ってまいります。

6/20 メール
新元号記念イルカの追加発売に応募させて頂きました。そして本日、往復はがきの返信が届きました。が、裏面が全くの白紙でした。消印が高松南ということで、御社
からの返信用はがきだとは推測がつきますし、おそらく落選のはがきだとは思うのですが、せめて会社名ぐらいは印刷して頂きたかったというのが感想です。中小企業
ならともかく、名が通っている会社としてはいかがなものでしょうか。

新元号記念ＩｒｕＣａについて、ご応募いただきありがとうございました。せっかくご応募いただきましたのに、弊社で不手際があり大変申し訳ございませんでした。今回の追
加発売では100枚を募集いたしましたが、全国より5,677通の応募がございました。お客様につきましては「落選」でした。「落選」の通知につきましては、皆様に印刷したも
のをお届けしておりますが、往復はがきの返信の作業として、印刷機にかけた際、2枚のはがきが一緒に貼りついて、印刷が出来ていない状態のはがきが出来てしまった
と推測されます。郵送の際、確認が十分に出来ておらず、大変失礼をいたしました。ご連絡いただき、事態を把握できましたことを感謝しつつ、猛省しております。今後のイ
ベントの際は、細心の注意を払い、作業をしてまいります。

6/20 片原町 定期または乗車券をカードじゃなくてアプリでやりたい。作ってください。
ご意見をいただきありがとうございます。IruCaのスマホ決済については、現在のところ導入の予定はございません。ことでんの電車バスでは、他社様のサービスにはなり
ますが、定期券以外でご乗車いただく際に、モバイルSuica等をご利用いただけますのでご活用ください。

 ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。2019年6月16日～30日までにいただいたご意見にお答えさせていただきます。



6/20 メール
木太東口駅の踏切、北の道路の自転車に困ってます。正規の自転車置き場に置いてない自転車で溢れかえってます。毎日車で通る時、ぶつけないかヒヤヒヤです。
時には車から降りて自転車を移動させてます。大変ストレスを感じてます。息子がおりますが、同じことを言います。赤いコーンを置いてますが、そんな物は全く役にたっ
てません。早急に対策をお願いします。本当に迷惑してます。お願いです。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。木太東口駅の駐輪場は、日常的に多くの自転車が駐輪されているのが現状です。今後も、粘り強く利用マナー向上の啓発活動
を行うとともに、駐輪場を管理する関係機関とともに駐輪場整理を行ってまいります。

6/21 メール 16時21分に乗る際にいきなり閉められて、急発進されました。待ってくださいと言ったのに、行ってしまいました。怒りを感じます。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該車掌に確認したところ、電車の発車後にお客様に気づいたため、ご利用いただくことが出来ませんでした。当該車掌
には、出発前の周囲の確認を徹底するよう指導いたしました。なお、駆け込み乗車は非常に危険です。時間に余裕をもって駅にお越しくださいますよう、お願いいたしま
す。

6/21 メール
16時21分の高田駅発の電車に乗るつもりが、急発進されました。これはどうかと思いますが、なぜですか?やった人、高田駅の駅員《だれかは見てない。》酷すぎる!!!障
害者を長く待たせるのは、失礼だと思います!厳重指導お願いします。

ご不便な思いをおかけして申し訳ございません。駅スタッフに事前にお声かけいただければ、状況に応じ対応させていただきます。なお、駆け込み乗車は大変危険ですの
で時間に余裕を持ってお越しください。

6/21 メール 通勤でほぼ毎日乗っているのですが、冷房がききすぎていて寒いです。長袖を重ねて着ても寒いです。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。 車内の温度管理につきましては、時期的にも調整が非常に難しく苦慮しているところであります。乗務員には、必要に応
じて冷房スイッチの「入」・「切」操作を行うとともに温度計だけに頼らず、客室に入りお伺いするなど、車内の状況に応じ適切な車内温度の管理に努めるよう指導しており
ます。 なお、車内が暑い時や寒い時にはご遠慮なく乗務員にお申し付け下さい。

6/21 メール
レトロ電車について…レトロ電車を平日にも走らせて欲しいです。土日に休めない人って多いはず…私もその一人です。永遠に見ることが出来ません。近いうちに廃車
と聞き、居ても立っても居られずご連絡致しました。全てとは言いません。全日程の中の1回ぐらいは、あっても良いと思います。ご検討のほど宜しくお願い申し上げま
す。

ご意見をいただきありがとうございます。レトロ電車の特別運行につきましては、お客様からご要望の多い、休日を設定させていただいております。ご意見については、今
後の参考とさせていただきます。なお、弊社ではレトロ電車の貸切を承っております。ご要望にあわせて対応させていただいておりますので、どうぞご利用ください。

6/21 メール

日々の運行ありがとうございます。度々のメールでの連絡、お手数をおかけします。改札についての問い合わせです。琴電では、イルカなどの交通系ICカードと切符以
外での乗車券はありますか？乗り放題などの企画切符以外にありますか？問い合わせの理由は、週３回程度、円座駅を6時10分に出発する電車に乗車する乗客が切
符の購入やICカードのタッチがなく乗車して、瓦町駅で降りています。切符、ICカード以外の乗車方法があれば、教えてください。もし、その乗客の情報が必要な場合も
ご連絡ください。よろしくお願いします。

ことでんをご利用頂きありがとうございます。円座駅からの乗車についてですが、弊社では、関係会社の社員に対し作業員乗車証（紙タイプ）を発行しております。ご連絡
いただきました方につきましても関係会社の社員であり、この乗車券を所持した乗車でございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

6/24 メール 瀬戸内を拠点として活動しているアイドルグループSTU48とコラボラッピングしてほしいです。香川県も瀬戸内に入ってます。実現すればSTU48の知名度も上がると思い
ます。

ご意見ありがとうございます。現在、ＳＴＵ48様からの申出等もなく、コラボラッピング電車の実施予定はございません。ご意見は今後の参考とさせていただきます。

6/24 メール
この前、電車に乗っていたら車内を巡回していた○○車掌に「きっしょい、早よ降りろ」と言われてムカつきました。しかも態度悪そうに案内をしていました。この前もラッ
シュ時に乗務員室の扉付近立ってただけで○○車掌に「立つな、消えろ、きっしょい」と言われました。今回もあの時も許せません。将来そんな態度で運転士になったら
二度と乗りたくありません。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該車掌には、お客様からの申し出内容を伝え、言葉遣いは勿論、接客態度には十分に気を配るよう指導を行ないまし
た。今後も言葉遣いや接客姿勢を中心に、常にお客様の立場に立ったサービスの提供が出来るよう、継続した社員教育に取り組んでまいります。

6/24 瓦町 イルカBOXご意見用紙について、ご利用日の記載欄・・平成のままで残っているので直してほしい。 ご迷惑をおかけして申し訳ございません。設置していたイルカBOXのご意見用紙を刷新いたしました。今後、変更等が生じた場合には、速やかに対応してまいります。

6/25 メール ○○と申します。早速ですが、この秋に高松の町歩きにてことでんを使いたいのですが、使いたい区間に切符の販売所がなく、問い合わせている次第です。林道駅か
ら木太東口駅区間の切符を事前に購入することは可能でしょうか？もし可能なのであれば、どこで購入できますでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

お問合せいただきありがとうございます。弊社の乗車券は事前に旅行代理店様でお求めいただくことが出来ます。また、弊社の駅には券売機を設置しているほか、車掌
にお申し付けいただければ、車内乗車券を取扱っております。ご利用の程、よろしくお願いいたします。

6/25 メール
令和記念のイルカカード、往復はがきで応募いたしましたが、残念ながらはずれました。ホームページを拝見いたしますと、当選された方には、手続き内容を送付いたし
ます。2019年7月16日までにご入金の確認が出来ない場合には、当選無効とさせていただきます。もし、無効のカードが出た場合は、再発売されるご予定はあります
か?もし、そうなら、期間や方法等詳細がわかってからでいいのでメールでご連絡いただけるとありがたいです。

新元号記念IruCaの追加販売にご応募いただきまして、ありがとうございました。当選者にご案内したところ、購入の連絡がありましたので、無効カードを発売する予定は
ございません。

6/25 瓦町

電車に乗っていました。ドア横の席に座っていました。花園駅でお客様の乗り降りが終わり、ドアが閉まりました、もう動くかな？と思った瞬間、もう一度ドアが開きまし
た。突然に。私の横でドアにもたれて立っていた女性が、ドアが開いた事によりバランスをくずしました。「え？何？」と思ったらホームから駆け込んで来た旅行客2人。乗
り遅れそうなお客様のためにドアを開ける事は良いと思いますが、「ドアが開きます」のアナウンスは必要だと思います。転んだり、洋服や髪がドアに巻き込まれたら大
変です。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。ドアを閉めた後の機器取扱について、当該車掌には、安全を最優先した取扱を行うよう厳重に注意指導いたしました。今
後も安全で安心してご利用いただけるよう社員教育等に取り組んでまいります。

6/25 片原町 イルカで積み増し可能になっていますが、他社の電子マネーのチャージもできるようにしてほしい。
ご意見ありがとうございます。交通系ICカードについては、IruCa取扱窓口やことでんバス車内、バス案内所にてチャージできます。その他の商業系ICカードにつきまして
は、申し訳ありませんが、現在のところ対応予定はありません。

6/25 琴電琴平
ことでん貸切乗車団という団体なんとかしてください。還暦の赤プロジェクトは、やっている事はすばらしいですが、今回のクラウドファンディングを巡って色々と問題が発
生しています。実際に、先日ことでんの社員さんが1名退職されました。もっと常識を持って行動してもらいたいです。

ご意見ありがとうございます。クラウドファンディングの成立により「還暦の赤い電車」は、運行を開始しておりますが、この企画は鉄道ファンをはじめ、多くの方々に注目さ
れ喜ばれています。今後もお客様とよい関係を築きながら、ラッピング広告やイベント等を開催してまいります。

6/25 高松築港 琴平線で通勤していますが朝のラッシュの時間帯でも、つり革の少ない車両がよくあり、困っています。
ご不便をおかけして申し訳ございません。朝のラッシュ時間帯は、弊社の現有している車両を最大限活用しており、車両運用を変更する事は困難です。何卒ご理解賜りま
すようお願いいたします。

6/25 片原町 以前、片原町駅に於いて駅メロとして流れていた「マルヨシセンターの歌」を復活させてほしい。
ご意見ありがとうございます。片原町駅の発車メロディとして2013年8月～2015年7月まで店舗様の曲を使用しておりました。現在、同店舗様又は、他の広告主様による申
し入れ等もなく、現在のところ発車メロディの実施予定はございません。

6/25 瓦町
11：16発八栗発11：35瓦町着の2両目に乗ったところ「アシナガバチ」が車内に。瓦町到着後車掌に伝えた。当然、殺すのかと思ったところ、その車掌さんは自分の帽子
でアシナガバチを捕まえ、そっと窓から逃しました。その車掌さんの優しさに心が和みました。今日一日が良い日であるような気がしました。

温かいお言葉ありがとうございます。お申し出内容を本人に伝えたところ、「お言葉を励みに今後も、お客様に安心してご利用して頂けるよう努力してまいります。」と大変
喜んでおりました。今後も社員一人一人がお客様に満足して頂けるサービスの提供に努めてまいります。

6/25 メール
前略、私はことちゃんファンの一人です。イルカカードを申し込みして20枚応募して全滅しました。残念！！でもよくはがきを見ると、ことちゃんのケシゴム印がすごくすて
きで、じっくりながめてしましました。ことちゃんの表情といい、バツの中の物産品とか・・・すごいです！！ラインのスタンプも、いつもかわいいと思っていましたが、ケシゴ
ム印は、また別の良さがありますね。ぜひ、ことちゃんのケシゴム印つくって売って下さい。よろしくおねがいします。

新元号記念IruCaの追加販売にご応募いただきまして、ありがとうございました。100枚の当選に対して5,677通のご応募がありました。落選された方には、弊社の社員が
作成しましたシゴム印で通知させていただきました。少しでも心が和むよう、ことちゃんや香川の特産品などのデザインとし、香川県のことでんに乗りに行きたいな・・・とい
う思いで作成しております。現在、ことちゃんのケシゴム印については、商品化の予定はありませんが、これからもファンの方に喜んでいただける商品の開発に取り組んで
まいります。

6/26 メール 琴電琴平線の下り18時台に乗車していますが、上りは、さほど思わないのですが、下りではどうして飛ばして揺れが激し過ぎます。当該運転士に限らず職員全員に徹
底するよう改善の程宜しくお願いしたい。後、朝の6時46分発の便に於いてエアコンは必要ないかと思います。真夏日でないので寒いです。ご検討宜しくお願いしたい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。全運転士には、定められた運転取扱を行うよう指導教育をしております。今後もお客様が安心で快適にご利用いただける
よう継続して列車添乗を実施してまいります。また、電車内の空調につきましては、車内に設置している温度計や直接、車内に入り体感により空調スイッチの入り切を行っ
ています。今後もお客様に快適な車内温度を提供できるよう努めてまいります。なお、車内が暑いときや寒い時などは、ご遠慮なく乗務員までお申し付けください。

6/26 メール 電車の時間を変えてほしい。長尾線 3  22  42を5  25  45にして欲しい。考えてください。お願いします。
ご意見ありがとうございます。高松築港駅～瓦町駅間は、琴平線と長尾線が乗り入れていることから、長尾線のみダイヤ改正を行うことができません。ご意見は今後の参
考とさせていただきます。

6/26 メール 一宮駅のトイレが汚すぎます。虫が多すぎて、快くトイレが出来ません。天井にクモの巣が多すぎて、怖いです。何とかしてください。電気も暗いので、変えてください。地
面も掃除お願いします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。一宮駅のトイレの清掃等についてですが、ご指摘をいただき早々に蛍光灯を取り替えるとともに清掃いたしました。今後
は、きめ細やかな点検や清掃を実施してまいります。

6/26 メール

6月26日朝7時42分一宮発のことでん高松築港行きの電車で、空港通り駅を過ぎ、仏生山駅を過ぎても電車内の冷房をつけず車内の体感温度は30度ほどになるまで
暑く座っている乗客はうちわで扇いだり、扇子で扇いだりしていました。車掌は車掌室の窓を開けて涼しいかと思いますが、いくら満員電車といっても車内温度の確認く
らいはしてくれても良いともいます。冷房を着けないのなら窓を開けておくなど出来ることはあるのではないでしょうか?最近朝満員電車に乗ることが多いのですが、冷房
をかけているのは、ほんの少しで皆さんが暑そうにしています。そこの所を改善よろしくお願いします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。電車内の空調については、車内に設置している温度計や直接車内に入り体感により空調スイッチの入り切を行っていま
す。車内の温度管理につきましては、季節の変わり目やお客様の体感よって難しいところはありますが、お客様に快適な温度を提供できるよう努めてまいります。なお、車
内が暑いときや寒い時などは、遠慮なく乗務員までお申し付けください。

6/28 八栗

琴電八栗駅の駐輪場の拡張提案　現在、琴電志度線の八栗駅の駐輪場（約200㎡、長三角状）はかなり狭く、自転車等終日、超満杯状態です。昼間10時～16時点で
は、自転車置きが困難で苦労します。思うに、利用者に対し場所面積の狭小が原因です。是非、早急に拡張をお願いしたく、下記提案をします。半年程前、南東側に新
たに約60㎡の空地が出来ています、そこを借用等して拡張すれば、かなり広くなる可能性大と思われます。地域住民の話では、この空き地は高松市所有又は琴電借
用のものらしい？従い、高松市交通課と協議して拡張実現すれば、問題解消大ゆえ、よろしくお願いします。一方、現状では狭小に加え勾配差もあり自転車が転倒しや
すく、また夜間遅くは照明もなく治安等の問題もあります。以上、上記の如く空取活用・全体拡張・地面平坦化等の改善検討を切に要望します。

ご不便をおかけして申し訳ございません。琴電八栗駅の駐輪場は日常的に多くの自転車が駐輪されているのが現状です。お客様からのご依頼につきましては、土地を管
理している関係機関に報告いたしまして、現在協議中ですが、今後も粘り強く利用マナー向上の啓発活動を行うとともに、駐輪場を管理する関係機関とともに駐輪場整理
を行ってまいります。

6/28 メール
本日夕方、お電話にて以下の苦情がありました。三条駅を出発した電車が一度減速する、その際に「ガタンガタン」と振動が有り不快に感じる。以前はその様なことはな
かったが、最近になって振動を大きく感じるようになった。周辺住民の間では振動が大きくなり、不快だという話になっている。ことでんできちんと、振動が発生しないよう
な運転を指導してほしい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お申し出を受け直ちに現地を調査したところ、工事中に伴い列車を減速していましたが、1番線と2番線に振り分ける装置
（分岐器）の調整が出来ていませんでしたので、6月28日に調節いたしました。


